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2 月の予定

1 日(日) 桶川開拓伝道協力委員会
桶川伝道所 6：00ｐｍ
6 日(金) 地区通信委員会
埼玉新生教会 2：30ｐｍ
9 日(月) 総合協議会
大宮教会 7：00ｐｍ
11 日(水) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
大宮教会 10：00ａｍ
15 日(日) 壮年部総会
大宮教会 2：30ｐｍ
17 日(火) 教師委員会講演会・総会
大宮教会 10：30ａｍ
23 日(月) 地区委員会
埼玉新生教会 2：30ｐｍ
27 日(金) 地区通信委員会
埼玉新生教会 2：30ｐｍ
28 日(土) 青年部主催「賛美と証しの集い」
大宮教会 2：00ｐｍ

教会・教師の動き
▽ 前東所沢教会の山下萬里先生(隠退教師)が、1 月 18
日、天に召されました。前夜式が 1 月 20 日、葬送式
1 月 21 日、ともに東所沢教会で行われました。
▽ 西川口教会・島隆三牧師、島静江牧師は 3 月で辞任、
4 月より仙台青葉荘教会に就任します。

報

告

【集会参加者数】
・12／27 中学生・ＫＫＳ・青年クリスマス会
14 名・8 教会
・1／12 新年合同礼拝
344 名・52 教会
・1／17 ＩＴ祭り
34 名・14 教会
最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。

今月の集会案内
2 月 11 日(水) 信教の自由と平和を求める 2・11 集会
時間 午前 10：00〜12：00
会場 大宮教会
講演「信教・思想・良心の自由
−心への介入を許すな！」
講師 大津健一氏(日本クリスチャンアカデミー関
東活動センター所長)
参加費 300 円
主催 社会委員会
【問い合わせ】深見祥弘(東所沢) ☎042‑945‑5169
2 月 15 日(日) 壮年部総会
時間 午後 2：30 から
会場 大宮教会
内容 ①開会礼拝 鎌田康子先生(越谷副牧師)
②総会 (活動報告等の承認)
③フルート ミニコンサート
演奏 木下恵美子姉(大宮)
▽地区壮年の方、是非ご出席ください。
【問い合わせ】工藤武(熊谷) ☎048‑523‑5592
2 月 17 日(火) 教師委員会講演会・総会
時間 午前 10：30〜午後 3：00
会場 大宮教会
①講演会「心病む人を教会で受け止めるために」
講師 賀来周一先生（ルーテル神学大学教授）
②総 会 ・各最寄り区活動報告
・教師互助制度の見直し
・教師の保険加入について
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

http://www5b.biglobe.ne.jp/ saitama/

2 月 28 日(土) 青年部主催「賛美と証しの集い
〜岩渕まことさんを囲んで〜」
時間 午後 2：00〜7：00 頃
会場 大宮教会
内容 岩渕まことさん（シンガーソングライタ
ー）の歌と証しを中心に、みんなで主を
賛美します。
後半は岩渕さんを囲んで鍋をつつきな
がら交わりの時を持ちます。
会費 1,000 円（鍋パーティ代含む）
▽若い方の参加を歓迎します。自称青年も可！
みなさんで楽しいひと時を過ごしましょう。
【問い合わせ】石川和幸(所沢みくに)
☎04‑2921‑3280
e‑mail : kazz.ishikawa@mbm.nifty.com

来月の集会案内
3 月 5 日(金) 世界祈祷日
１区：大宮教会 受付 午前 9：30 から
礼拝 午前 10：00〜11：30
２区：小川教会 受付 午前 10：00 から
礼拝 午前 10：30〜12：00
３区：カトリック熊谷教会
受付 午前 10：00 から
礼拝 午前 10：30〜12：00
【問い合わせ】三川弘子(草加) ☎048‑935‑6258
3 月 20 日(土) 地区総会
時間 午前 9：30〜午後 3：30 受付 9：00
会場 緑聖教会
内容 地区委員選挙、予算決算、各部各委員会
報告、地区宣教活動計画、地区規則の
制定等。
▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で
選任しておいて下さい。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
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お知らせ・お願い
【地区関係】
a「埼玉地区教会案内」発行にあたってのお願い
地区委員会では、
「埼玉地区教会案内」の改訂版
発行の準備を進めています。
2004 年度の地区総会日に発行予定です。
現在ホームページに掲載してあります原稿と地図
を各教会へ郵送しましたので、加筆訂正して、建物
の写真 1 枚と同封してご返送下さいますようお願
いいたします。
締め切りは 12 月末でしたが、まだ返信されてない
教会があります。至急、ご返信ください。
・地図上に銀行がある場合は、銀行名のチェック
をしてください。
・変更ない場合もご返信ください。
【問い合わせ】中村眞(埼玉新生) ☎048‑852‑1379
 地区総会報告書提出のお願い
各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向け
て年度報告をご提出ください。
書式 Ａ4、1 行字数 45 字／42 行、10.5 ポイント
提出期限 2 月 22 日
▽地区書記・山岡創までご提出ください。なお、
地区総合協議会(2 月 9 日)にご持参下さっても結
構です。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330

{ 地区総合協議会のご案内
各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議し
ますので、よろしくご参加ください。
日時 2 月 9 日(月) 午後 7：00 から
会場 大宮教会
内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計画
と日程、委員会日程、予算等を協議し、調整。
※夕食はありませんので各自済ませて来て下さい。
【問い合わせ】山岡創(坂戸いずみ) ☎049‑283‑0330
【各個教会関係】
= 埼玉中国語礼拝伝道所「新春証し特別伝道礼拝」
日時 2 月 15 日(日) 午後 3：00 から
会場 上尾合同教会
題
「宗教ヤクザからキリストへ」
講師 小澤利夫兄(元創価学会、幸福の科学理事長)
和真衣香姉(振付師、小澤兄のお嬢さん)
▽どなたでもご出席ください。
【問い合わせ】李秀雲(埼玉中国語)☎048‑591‑6215
【関東教区関係】
✎ 部落解放現地研修会
日時 2 月 28 日(土) 午後 1：00〜4：00
会場 狭山伝道所
講師 石川早智子氏
(狭山事件の石川一雄氏の連れ合い)
テーマ 女性の立場から見た部落解放
−石川早智子さんの思いを聞く−
参加費 不要
申込 各教会へ送付した葉書にて申込
締切 2 月 22 日(日)
▽集会の後、石川一雄氏宅の「鴨居」の現場調査
(研修)を行います。是非ご参加ください。
【問い合わせ】後藤龍男(和戸) ☎0480‑22‑2424

【一般関係】
♥ 児童養護施設「社会福祉法人神愛ホーム」のための
チャリティーバザーへの協力のお願い
日時 2 月 29 日(日) 午前 11：00 から
会場 毛呂山町福祉会館
主な用品 日用品、食器、野菜と食品、寝具など
▽現在、後援会では新築移転のための募金活動を
推進しています。子ども達が、良い環境で成長
できるよう温かいご支援を宜しくお願い申し
上げます。
【問い合わせ】藤波良也(施設長) ☎049‑294‑3444
♬

にじのいえ のためにチャリティーコンサート
−草間美也子パイプオルガンコンサート−
日時 3 月 13 日(土) 午後 2 時開演
会場 青山学院ガウチャー記念礼拝堂
演奏 草間美也子
(恵泉女学園オルガニスト、教団讃美歌委員)
料金 3,500 円(全席自由)
主催 日本基督教団全国教会婦人会連合 にじの
いえ 運営委員会
問い合わせ他 03‑3203‑4258
【問い合わせ】滝瀬美代子(鴻巣) ☎048‑541‑0643

≪月報がメールで受け取れるようになりました≫
現在、この埼玉地区月報は印刷物として郵送で、各
教会・伝道所にお送りしていますが、8 月号より、メ
ールでも受け取ることが出来るようになりました。
ご希望の方は、お名前と教会名そして「月報希望」
と書いて下記のメールまで送信してください。
メーリングリストを利用しますので、何千人でも同時
に無料で送ることが可能です。是非、ご利用ください。
埼玉地区のホームページからでも申し込みが出来ま
す。
【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp
岩佐浩一(上尾合同)

3 月､4 月の情報をお寄せください。各教会のトピックス
も是非、どうぞ！
締切は毎月 20 日、ホームページにも掲載します。
(ホームページは締切はありません)
◎ＦＡＸ：048‑979‑1057
◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp
ご意見ご要望もお寄せください｡ FAX:048‑979‑1057 E メール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp ◆掲示板用はＢ４に拡大すると見やすくなります。 発行：埼玉地区委員会

